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(57)【要約】

（修正有）

【課題】相続の発生後に活用されない可能性のある不動
産についての情報を検知することができる情報処理シス
テムを提供する。
【解決手段】所定の条件を満たす不動産を、相続による
所有権移転対象の不動産として検出する相続不動産検出
部ＳＲと、所定の条件を満たす不動産の登記情報に基づ
いて、所有権の移転先となる相続人の住所情報を取得す
る住所情報取得部ＡＧと、住所情報取得部ＡＧによって
取得された相続人の住所情報と、相続不動産検出部ＳＲ
によって検出された不動産の位置を特定するための物件
特定情報に基づいて、相続不動産検出部ＳＲによって検
出された不動産が非活用不動産となる可能性を判断する
判断部ＦＲと、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の条件を満たす不動産を、相続による所有権移転対象の不動産として検出する相続
不動産検出手段と、
前記所定の条件を満たす不動産の登記情報に基づいて、所有権の移転先となる相続人の
住所情報を取得する住所情報取得手段と、
前記住所情報取得手段によって取得された相続人の住所情報と、前記相続不動産検出手
段によって検出された不動産の位置を特定するための物件特定情報に基づいて、前記相続
不動産検出手段によって検出された不動産が非活用不動産となる可能性を判断する判断手
段と、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
請求項１に記載された情報処理システムであって、
登記の申請があったことを示す登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶手段をさらに
有し、
前記相続不動産検出手段は、登記の目的が所有権移転であって相続または遺贈を示す登
記申請情報が前記登記申請情報記憶手段に存在することを前記所定の条件として、相続に
よる所有権移転対象としての不動産を検出する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項３】
請求項１又は２に記載された情報処理システムであって、
前記相続不動産検出手段は、最新となる所有権の移転が所定の基準よりも過去の移転に
よって発生した不動産を、前記所定の条件を満たす不動産として検出し、
前記住所情報取得手段は、
前記相続不動産検出手段によって検出された不動産の登記情報に基づいて、現時点の所
有者を示す所有者情報を導出する所有者導出手段と、
各個人の親族を示す情報を記憶する親族情報記憶部から、前記現時点の所有者の親族を
示す情報を読み出すことにより、前記現時点の所有者の相続人となる者の情報を取得する
相続人情報取得手段と、
各個人の住所を示す情報を記憶する住所情報記憶部から、前記現時点の所有者の相続人
となる者の情報に基づいて、前記現時点の所有者の相続人となる者の住所情報を取得する
相続人住所情報取得手段と、を有する、 ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項４】
請求項１に記載された情報処理システムであって、
前記相続不動産検出手段は、
登記情報を取得する登記情報取得手段と、
登記情報に含まれる不動産の現時点の所有者を示す所有者情報に基づいて、前記現時点
の所有者に関する情報を取得する所有者関連情報取得手段と、を有し、
前記登記情報と、前記現時点の所有者に関する情報とに基づいて、前記所定の条件を満
たす不動産を検出し、
前記住所情報取得手段は、
各個人の親族を示す情報を記憶する親族情報記憶部から、前記所定の条件を満たす不動
産の前記現時点の所有者の親族を示す情報を読み出すことにより、前記所定の条件を満た
す不動産の相続人となる者の情報を取得する相続人情報取得手段と、
各個人の住所を示す情報を記憶する住所情報記憶部から、前記所定の条件を満たす不動
産の相続人となる者の情報に基づいて、前記所定の条件を満たす不動産の相続人となる者
の住所情報を取得する相続人住所情報取得手段と、を有する、
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
請求項３又は４に記載された情報処理システムであって、

10

20

30

40

50

(3)

JP 2016-143389 A 2016.8.8

前記住所情報取得手段は、１又は複数の前記相続人の候補者を導出してそれぞれの住所
情報を取得し、
前記判断手段は、前記相続人の候補者のそれぞれの住所情報と、前記物件特定情報に基
づいて、非活用不動産となる可能性を判断する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれかに記載された情報処理システムであって、
前記判断手段は、前記住所情報取得手段によって取得された相続人の住所情報と、前記
相続不動産検出手段によって検出された不動産の位置を特定するための物件特定情報との
一致性を判断することにより、前記相続不動産検出手段によって検出された不動産が非活
用不動産となる可能性を判断する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれかに記載された情報処理システムであって、
前記判断手段によって判断される、非活用不動産となる可能性が予め定められた基準よ
りも高い不動産を地図上に表示する地図表示手段を有する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項８】
相続不動産検出手段が、所定の条件を満たす不動産を、相続による所有権移転対象の不
動産として検出し、
住所情報取得手段が、前記所定の条件を満たす不動産の登記情報に基づいて、所有権の
移転先となる相続人の住所情報を取得し、
判断手段が、前記住所情報取得手段によって取得された相続人の住所情報と、前記相続
不動産検出手段によって検出された不動産の位置を特定するための物件特定情報に基づい
て、前記相続不動産検出手段によって検出された不動産が非活用不動産となる可能性を判
断する、
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
コンピュータを、
所定の条件を満たす不動産を、相続による所有権移転対象の不動産として検出する相続
不動産検出手段、
前記所定の条件を満たす不動産の登記情報に基づいて、所有権の移転先となる相続人の
住所情報を取得する住所情報取得手段、
前記住所情報取得手段によって取得された相続人の住所情報と、前記相続不動産検出手
段によって検出された不動産の位置を特定するための物件特定情報に基づいて、前記相続
不動産検出手段によって検出された不動産が非活用不動産となる可能性を判断する判断手
段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、情報処理システム、情報処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
不動産の所有者が死亡をした場合には、不動産の所有権が相続により移転されることと
なる。不動産の登記簿には、相続により移転された新たな所有者が記載される。
【０００３】
なお、特許文献１には、現に効力を有する登記情報のみを実質的に登載する登記情報フ
ァイルを生成する方法および装置を提供する旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１１−１８６７８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
相続された不動産は、被相続人の生前時と同様に有効活用される場合もあれば、ほとん
ど活用されずに放置される場合もある。
【０００６】
このような非活用の不動産は、保守・保全が行われない状態で長期間経過した後によう
やく周囲から感知されることになり、不動産が有効に活用されない状態が久しく続いてし
まうこともある。
【０００７】
本発明は、上記のような課題に鑑みて、相続の発生後に活用されない可能性のある不動
産についての情報を検知することができる情報処理システム、情報処理方法、および、プ
ログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明にかかる情報処理システムは、上記課題に鑑みて、所定の条件を満たす不動産を
、相続による所有権移転対象の不動産として検出する相続不動産検出手段と、前記所定の
条件を満たす不動産の登記情報に基づいて、所有権の移転先となる相続人の住所情報を取
得する住所情報取得手段と、前記住所情報取得手段によって取得された相続人の住所情報
と、前記相続不動産検出手段によって検出された不動産の位置を特定するための物件特定
情報に基づいて、前記相続不動産検出手段によって検出された不動産が非活用不動産とな
る可能性を判断する判断手段と、を有することを特徴とする。
【０００９】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、登記の申請があったことを示す登
記申請情報を記憶する登記申請情報記憶手段をさらに有し、前記相続不動産検出手段は、
登記の目的が所有権移転であって相続または遺贈を示す登記申請情報が前記登記申請情報
記憶手段に存在することを前記所定の条件として、相続による所有権移転対象としての不
動産を検出する、ことを特徴としてもよい。
【００１０】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記相続不動産検出手段は、最新
となる所有権の移転が所定の基準よりも過去の移転によって発生した不動産を、前記所定
の条件を満たす不動産として検出し、前記住所情報取得手段は、前記相続不動産検出手段
によって検出された不動産の登記情報に基づいて、現時点の所有者を示す所有者情報を導
出する所有者導出手段と、各個人の親族を示す情報を記憶する親族情報記憶部から、前記
現時点の所有者の親族を示す情報を読み出すことにより、前記現時点の所有者の相続人と
なる者の情報を取得する相続人情報取得手段と、各個人の住所を示す情報を記憶する住所
情報記憶部から、前記現時点の所有者の相続人となる者の情報に基づいて、前記現時点の
所有者の相続人となる者の住所情報を取得する相続人住所情報取得手段と、を有する、こ
とを特徴としてもよい。
【００１１】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記相続不動産検出手段は、登記
情報を取得する登記情報取得手段と、登記情報に含まれる不動産の現時点の所有者を示す
所有者情報に基づいて、前記現時点の所有者に関する情報を取得する所有者関連情報取得
手段と、を有し、前記登記情報と、前記現時点の所有者に関する情報とに基づいて、前記
所定の条件を満たす不動産を検出し、前記住所情報取得手段は、各個人の親族を示す情報
を記憶する親族情報記憶部から、前記所定の条件を満たす不動産の前記現時点の所有者の
親族を示す情報を読み出すことにより、前記所定の条件を満たす不動産の相続人となる者
の情報を取得する相続人情報取得手段と、各個人の住所を示す情報を記憶する住所情報記
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憶部から、前記所定の条件を満たす不動産の相続人となる者の情報に基づいて、前記所定
の条件を満たす不動産の相続人となる者の住所情報を取得する相続人住所情報取得手段と
、を有する、ことを特徴としてもよい。
【００１２】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記住所情報取得手段は、１又は
複数の前記相続人の候補者を導出してそれぞれの住所情報を取得し、前記判断手段は、前
記相続人の候補者のそれぞれの住所情報と、前記物件特定情報に基づいて、非活用不動産
となる可能性を判断する、ことを特徴としてもよい。
【００１３】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記判断手段は、前記住所情報取
得手段によって取得された相続人の住所情報と、前記相続不動産検出手段によって検出さ
れた不動産の位置を特定するための物件特定情報との一致性を判断することにより、前記
相続不動産検出手段によって検出された不動産が非活用不動産となる可能性を判断する、
ことを特徴としてもよい。
【００１４】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記判断手段によって判断される
、非活用不動産となる可能性が予め定められた基準よりも高い不動産を地図上に表示する
地図表示手段を有する、ことを特徴としてもよい。
【００１５】
また、本発明にかかる情報処理方法は、上記課題に鑑みて、相続不動産検出手段が、所
定の条件を満たす不動産を、相続による所有権移転対象の不動産として検出し、住所情報
取得手段が、前記所定の条件を満たす不動産の登記情報に基づいて、所有権の移転先とな
る相続人の住所情報を取得し、判断手段が、前記住所情報取得手段によって取得された相
続人の住所情報と、前記相続不動産検出手段によって検出された不動産の位置を特定する
ための物件特定情報に基づいて、前記相続不動産検出手段によって検出された不動産が非
活用不動産となる可能性を判断する、ことを特徴とする。
【００１６】
また、本発明にかかるプログラムは、上記課題に鑑みて、コンピュータを、所定の条件
を満たす不動産を、相続による所有権移転対象の不動産として検出する相続不動産検出手
段、前記所定の条件を満たす不動産の登記情報に基づいて、所有権の移転先となる相続人
の住所情報を取得する住所情報取得手段、前記住所情報取得手段によって取得された相続
人の住所情報と、前記相続不動産検出手段によって検出された不動産の位置を特定するた
めの物件特定情報に基づいて、前記相続不動産検出手段によって検出された不動産が非活
用不動産となる可能性を判断する判断手段として機能させる。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、相続の発生後に活用されない可能性のある不動産についての情報を検
知することができる情報処理システム、情報処理方法、および、プログラムを提供できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１の実施形態に係る情報処理システムの機能的構成を示す図である。
【図２】第１の実施形態における登記申請情報記憶部にて記録される登記申請情報の例を
示す図である。
【図３】第１の実施形態の情報処理システムにおける処理のフローを示す図である。
【図４】第１の実施形態の情報処理システムのクライアント装置における地図表示画面の
一例を示すものとなっている。
【図５】第２の実施形態に係る情報処理システムの機能的構成を示す図である。
【図６】第２の実施形態の個人情報記憶部にて保持された個人情報について説明するため
の図である。
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【図７】第２の実施形態の情報処理システムにおける処理のフローを示す図である。
【図８】第３の実施形態に係る情報処理システムの機能的構成を示す図である。
【図９】第３の実施形態の情報処理システムにおける処理のフローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
［第１の実施形態］
以下においては、本発明の第１の実施形態に係る情報処理システム１（非活用不動産検
出システム）についての説明をする。
【００２０】
図１は、本発明の第１の実施形態に係る情報処理システム１の機能的構成を示す図であ
る。同図で示されるように、本実施形態の情報処理システム１は、サーバ装置２とクライ
アント装置３とを含んで構成されて、サーバ装置２とクライアント装置３はＷＡＮやＬＡ
Ｎなどのネットワークを介して相互にデータ通信可能に接続されている。またサーバ装置
２は、後述の登記申請情報が記録された外部のデータベースとして構成される登記申請情
報記憶部Ｒ１や、登記情報が記録された登記情報記憶部Ｒ２にアクセスできるようになっ
ている。
【００２１】
本 実 施 形 態 の サ ー バ 装 置 ２ お よ び ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ は 、 Ｒ Ａ Ｍ （ Random Access Memo
ry） や Ｒ Ｏ Ｍ （ Read Only Memory） 等 の 記 憶 素 子 、 な ら び に ハ ー ド デ ィ ス ク 等 に よ っ て 構
成 さ れ る 記 憶 領 域 と 、 Ｃ Ｐ Ｕ （ Central Processing Unit） 等 の プ ロ グ ラ ム 制 御 デ バ イ ス
を含むことによって実現される。サーバ装置２およびクライアント装置３では、ハードデ
ィスク等の記憶領域に格納されたプログラムをＣＰＵが実行することによって各機能が実
現される。
【００２２】
登記申請情報記憶部Ｒ１は、ハードディスク等によって構成されて、複数の登記申請情
報を記憶するものとなっており、例えば、紙媒体ベースにて登記申請情報の記載された不
動産登記受付簿を法務局から定期的に取得することができ、これらの記載内容をデータ化
して蓄積することによって登記申請情報記憶部Ｒ１を構成することができる。
【００２３】
登記情報記憶部Ｒ２は、例えば、財団法人民事法務協会によるインターネット登記情報
提供サービスを利用して実現することが出来る。登記情報記憶部Ｒ２およびサーバ装置２
は、インターネットを介して情報通信をし、登記情報記憶部Ｒ２は、サーバ装置２から要
求された登記情報を送信する。
【００２４】
サーバ装置２は、相続不動産検出部ＳＲと、住所情報取得部ＡＧと、判断部ＦＲを含ん
で構成されて、クライアント装置３は、地図表示部ＭＰを含んで構成される。
【００２５】
本実施形態におけるサーバ装置２は、クライアント装置３からの指示により、相続が発
生した不動産を検出して、さらに、検出された不動産の登記情報に照会して当該不動産の
所有者（相続人）の住所情報を取得する。そして取得された相続人の住所情報と、相続が
発生した不動産の位置を特定するための物件特定情報との一致性を判断することで、当該
不動産が将来的に非活用不動産となる可能性を判断するものとなっている。
【００２６】
相続不動産検出部ＳＲは、所定の条件を満たす不動産を、相続による所有権移転の対象
となる不動産として検出する。本実施形態における相続不動産検出部ＳＲは、登記申請情
報記憶部Ｒ１を検索することにより、登記申請を伴って相続が発生した不動産を、所定の
条件を満たした不動産として検出をするようになっている。
【００２７】
ここで図２は、本実施形態における登記申請情報記憶部Ｒ１にて記録される登記申請情
報の例を示す図となっている。同図において示されるように、登記申請情報の１レコード

10

20

30

40

50

(7)

JP 2016-143389 A 2016.8.8

は、その登記申請が行われた受付年月日、その申請を特定する受付番号、登記の目的、用
途のほかに、登記申請された対象物件を特定するための情報（物件特定情報）としての都
道府県名、市区町村名、大字・町名、地番及び家屋番号を含んで構成される。また、登記
申請が行われた不動産が存在する位置は、物件特定情報によって特定されることとなるが
、以下においては、この物件特定情報を単に所在・地番ともいうこととする。また地番お
よび家屋番号については、登記申請の対象物件が「土地」の場合には「地番」であり、「
建物」や「区分建物」の場合には「家屋番号」となる。また、図２における受付番号が第
９８２３０号の「家屋番号」は、親番「１５０」と、枝番「１」と、部屋番号「２００６
」を含んで構成されるものとなっている。また、「家屋番号」には、枝番が含まれないも
のが存在することがある。
【００２８】
また図２において、「用途」のフィールドにおける「区建」とは、独立して住居等の用
途に供することができる構造上区分された数個の部分（専有部分）を有した区分建物のこ
とをいい、例えば、マンションやアパートのような土地に定着した集合住宅がこれに該当
する。また、「建物」とは、区分建物ではない家屋を示す建造物のことをいう。
【００２９】
またさらに、「登記の目的」のフィールドにおける「区分建物の表題」は、新たに集合
住宅が建設されて登記申請されたことを示す情報が格納されたものとなっており、登記申
請情報記憶部Ｒ１では、集合住宅の各専有部分のそれぞれについての登記申請情報が記録
される。また、「登記の目的」のフィールドにおける「所有権の移転（売買）」は、所有
権の移転かつ売買を示す情報に対応しており、「所有権の保存（申請）」は、所有権の保
存を示す情報に対応している。
【００３０】
また図２における受付番号第９８２２６号と第９８２２７号は、不動産の位置を示す物
件特定情報が同一となる「土地」と「建物」の所有権が同時に移転されたことが読み取れ
る登記申請情報となっており、受付番号第９８２２８号と第９８２２９号は、建物が取り
壊されて更地となった状態の土地の所有権が移転されたことを読み取ることが出来る登記
申請情報となっている。またさらに、受付番号第９８２３０号の登記申請情報は、区分建
物（例えば、マンションの一室）の所有権が相続によって移転されたことを読み取れるも
のとなっており、受付番号第９８２３２号の登記申請情報は、土地の所有権が相続によっ
て移転されたことを、受付番号第９８２３３号と第９８２３４号の登記申請情報は、土地
と建物の所有権が相続によって同時に移転されたことを読み取ることが出来るものとなっ
ている。
【００３１】
具体的には、相続不動産検出部ＳＲは、登記の目的が所有権移転であって相続または遺
贈を示す登記申請情報を検出できた不動産を、相続の対象となった不動産として検出をす
る。この際に相続不動産検出部ＳＲは、検出された不動産のうち、相続または遺贈を示す
登記申請の受付年月日の以降において、所有権の移転や抵当権設定等を目的とする登記申
請情報が検出された不動産を排除する。すなわち相続不動産検出部ＳＲは、相続の発生し
た不動産のうち、相続後に売買等の処分がされていない不動産を検出するものとなってお
り、最新となる所有権の移転が相続によって発生した不動産を検出するものとなっている
。
【００３２】
次に、住所情報取得部ＡＧは、相続不動産検出部ＳＲによって検出された不動産の物件
特定情報によって取得される登記情報に基づいて、相続人の住所情報を取得する。具体的
には、住所情報取得部ＡＧは、物件特定情報取得部Ｇ１と、登記情報取得部Ｇ２と、相続
人住所情報取得部Ｇ３を含んで構成されて、まず物件特定情報取得部Ｇ１は、相続不動産
検出部ＳＲによって検出された不動産の所在・地番を取得する。そして登記情報取得部Ｇ
２は、物件特定情報取得部Ｇ１にて取得された不動産の所在・地番に基づいて登記情報記
憶部Ｒ２にアクセスして登記情報を取得し、相続人住所情報取得部Ｇ３は、取得された登
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記情報から不動産の現在の所有者を示す情報と、当該所有者の住所を示す住所情報を取得
する。
【００３３】
判断部ＦＲは、相続不動産検出部ＳＲにて検出された不動産を特定するための物件特定
情報と、住所情報取得部ＡＧにて取得された相続人の住所情報とに基づいて、相続不動産
検出部ＳＲにて検出された不動産が非活用不動産となる可能性を判断する。相続人の住所
が、相続対象となった不動産から離れている場合には、管理が行き届きにくく放置されや
すい傾向にある。本実施形態の情報処理システム１は、このような不動産の発生を予め検
知して、不動産事業を営む者等に提供して不動産の有効活用に貢献できるものとなってい
る。
【００３４】
具体的には、判断部ＦＲは、相続された不動産の物件特定情報と、相続人の住所情報と
で、都道府県名と市区町村名とが一致するか否かを判断することで非活用不動産となる可
能性を判断する。本実施形態の場合には、都道府県名と市区町村名とが完全一致しない場
合には、非活用不動産になる可能性が高いものとしてサーバ装置２が出力をするようにな
っているが、都道府県名や市区町村名の一致性に応じて段階的に可能性を判断するように
してもよい。なお判断部ＦＲとしては、相続された不動産の物件特定情報を住所情報に変
換しつつ、相続人の住所情報との一致性を判断するようにしてもよいし、さらに、「町丁
目」までもが一致するか否かを判断することで、非活用不動産となる可能性を判断しても
よい。また、相続された不動産の物件特定情報と相続人の住所情報のそれぞれを、地図上
の座標情報に変換して、両者の距離が所定基準よりも離れているか否かを判断することで
、（地図座標上での）一致性を判断するようにしてもよいし、両者の距離に応じて非活用
不動産となる可能性を判断して出力をするようにしてもよい。
【００３５】
クライアント装置３は、サーバ装置２にて、相続不動産検出部ＳＲにて検出された不動
産のうち非活用不動産になる可能性が高いと判断された相続対象となった不動産の情報を
受信し、地図表示部ＭＰが表示をする地図上にて当該不動産の表示をする。またこの際、
相続人の住所に対応する位置も地図上にて表示をするようにしてもよい。
【００３６】
図３は、本実施形態の情報処理システム１における処理のフローを示す図である。同図
で示されるように、まず、相続不動産検出部ＳＲは、登記申請情報の検索を行なうことで
、相続が発生した不動産であって、かつ、相続の発生後に所有権移転等がなされていない
不動産を検出する（Ｓ１０１）。次にＳ１０２では、検出された登記申請情報から不動産
の物件特定情報を抽出し、Ｓ１０３では、抽出された物件特定情報に基づいて登記情報を
取得する。
【００３７】
そしてＳ１０４では、Ｓ１０３にて取得された登記情報から、相続対象となった不動産
の現時点における所有者の名称や住所についての情報を取得する。登記情報は、「表示部
」と、「権利部（甲区）（所有権に関する事項）」と、「権利部（乙区）（所有権以外の
権利に関する事項）」、「共同担保目録」といった内容の情報を含んで構成され、「権利
部（甲区）」における「権利者その他の事項」欄から、最新の所有者名称を示す情報や、
当該所有者の住所または居所を示す情報（住所情報）を取得することができる。
【００３８】
Ｓ１０４にて登記情報から取得される現時点の所有者名称や住所は、Ｓ１０１における
処理によって、相続の発生後に所有権移転のなされていない不動産であることが前提とな
っているため、相続人の名称や住所に対応するものとなっている。
【００３９】
最後に、Ｓ１０５における処理では、Ｓ１０２にて取得された不動産の物件特定情報と
、Ｓ１０４にて取得された相続人の住所情報との一致性を判断して、非活用不動産となる
可能性を判断する。本実施形態における判断部ＦＲは、相続対象となった不動産の物件特
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定情報に含まれる都道府県・市区町村名と、相続人の住所における都道府県・市区町村名
とが一致しない場合に、相続不動産が放置される可能性が高いものと判断する出力をする
。なお、Ｓ１０４にて複数の相続人が取得された場合には、相続対象となった不動産の物
件特定情報と、各相続人の住所情報との一致性を判断し、例えば、全ての相続人の住所情
報が、相続不動産の物件特定情報と一致しない場合に、相続不動産が放置される可能性が
高いものと判断をする出力してもよい。
【００４０】
［第１の実施形態の変形例］
ここで、本実施形態の変形例にかかる情報処理システム１について説明をする。この変
形例においては、相続不動産検出部ＳＲは、所定の基準を満たす受付年月日の登記申請情
報であって、登記の目的が所有権移転であって相続または遺贈を示す登記申請情報を検出
することにより、相続の対象となった不動産を検出するようになっている。換言すると、
相続不動産検出部ＳＲは、最新となる所有権の移転が相続によって発生して、かつ、当該
所有権の移転が所定の基準を満たすタイミングで発生したという条件を満たす不動産を検
出するようになっている。
【００４１】
登記申請情報の受付年月日についての所定の基準としては、例えば、現在から３年前の
時点以降、あるいは、５年前の時点以降というようなものが考えられる。相続が発生して
間もないタイミングの不動産について、非活用不動産の可能性が判断されるようにするこ
とで、不動産の営業要員としては、非活用不動産に対して効率よくアプローチをすること
ができるようになる。
【００４２】
また、図４は、上記の変形例の構成をも包含した第１の実施形態の情報処理システム１
のクライアント装置３における地図表示画面の一例を示すものとなっている。図４におけ
る◎印は、現在から３年前の時点以降において相続が発生して、相続人が離れた場所に居
住する等で非活用不動産となっている可能性が高い家屋を示しており、○印は、現在から
３年前の時点以前において相続が発生して非活用不動産となっている可能性が高い家屋を
示すものとなっている。このように地図画面上に表示されることで、不動産事業者として
は、高度な不動産活用・都市開発の提案をすることができるようになる。例えば、図４の
地図の右上箇所のように、相続が発生して非活用不動産となっている可能性が高い不動産
が密集しているような場合には、これらの不動産を一括して処分して新たに広い家屋を建
設すること等が考えられる。また相続や非活用不動産の発生が多発しているような区域の
場合には、図４のような表示が提供されることで、区域内における不動産の効率的活用や
都市計画、ひいては資産価値の増大に寄与できることとなる。
【００４３】
［第２の実施形態］
次に、図５〜図７を用いて、本発明の第２の実施形態について説明をする。第１の実施
形態の情報処理システム１は、既に発生した相続によって非活用不動産になる可能性を判
断するものとなっているが、第２の実施形態の情報処理システム１は、近い将来において
相続が新たに発生して非活用不動産になる可能性が高いと判断されるものを検出するよう
になっている。
【００４４】
図５は、第２の実施形態における情報処理システム１の機能的構成を示す図である。同
図で示されるように、第２の実施形態のサーバ装置２は、登記申請情報記憶部Ｒ１や、登
記情報記憶部Ｒ２にアクセスできるようになっているほかに、個人情報記憶部Ｒ３にアク
セスすることが出来るようにもなっている。
【００４５】
図６は、この個人情報記憶部Ｒ３にて保持された個人情報について説明するための図で
ある。本実施形態における個人情報記憶部Ｒ３は、各個人の住所情報と、各個人の親族を
示す情報と、各個人に関する個人関連情報（例えば、生年月日）等のそれぞれを記憶する
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記憶部によって構成されたものとなっている。具体的には、同図で示されるように、個人
情報記憶部Ｒ３に記録される個人情報の１レコードは、各レコードを識別するための「識
別情報」と、戸籍上の名称を示す「名称」と、住民票に記載された住所又は居所を示す「
住所情報」と、「生年月日」と、「親族情報」と、現時点においての生死の状態を示す「
生存フラグ」とを含んで構成されたものとなっている。なお、「住所情報」においては、
現在における住所とともに、過去において住民票に記載された住所も含まれるようにして
もよい。
【００４６】
そして「親族情報」のフィールドには、図５において示されるように、その個人の両親
や子供等の他の個人情報を示すレコードにリンクされるように、「父」や「母」等のフィ
ールドにて、「識別番号」が記録されるようになっている。なお個人情報としては、男女
を示す情報が含まれていてもよいし、親族情報には、「兄弟」や「配偶者」のフィールド
が設けられて、これらの個人の識別番号がリンクされるようになっていてもよい。またさ
らに親族情報としては、「父（実父）」や「母（実母）」の他に、「養父」や「養母」と
いったフィールドが設けられていてもよい。
【００４７】
また第２の実施形態における相続不動産検出部ＳＲは、最新となる所有権の移転が、所
定の基準（例えば、現時点よりも２０年前、あるいは、３０年前の時点）よりも過去の相
続によって発生した不動産を検出する。具体的には、「登記の目的」が所有権移転であっ
て相続または遺贈を示して、その「受付年月日」が３０年以上前となる登記申請情報が存
在し、かつ、その受付年月日以降にて所有権の移転等を目的とする登記申請情報が存在し
ないという条件を満たす不動産を検出する。このように最新の相続の時点から年月の経過
した不動産は、その所有者が高齢化するために新たな相続が近い将来に発生する可能性が
高まっていることとなる。
【００４８】
次に、第２の実施形態における住所情報取得部ＡＧは、物件特定情報取得部Ｇ１と、登
記情報取得部Ｇ２と、相続人住所情報取得部Ｇ３の他に、所有者導出部Ｇ４と、相続人情
報取得部Ｇ５を含んで構成されている。
【００４９】
物件特定情報取得部Ｇ１は、相続不動産検出部ＳＲにて検出された不動産の物件特定情
報を取得し、さらに、登記情報取得部Ｇ２は、取得された物件特定情報により不動産の登
記情報を取得する。所有者導出部Ｇ４は、登記情報取得部Ｇ２によって取得された不動産
の登記情報から現時点における所有者を示す所有者情報を導出し、相続人情報取得部Ｇ５
は、個人情報記憶部Ｒ３の親族情報記憶部を参照しつつ所有者情報に基づいて、現時点に
おける所有者の相続人の候補となる者を特定する（相続人候補者の識別情報を取得する）
。そしてさらに、相続人住所情報取得部Ｇ３は、相続人の候補者の識別情報に基づいて、
個人情報記憶部Ｒ３の住所情報記憶部を参照しつつ、相続人の候補者の住所情報を取得す
る。
【００５０】
具体的には、所有者導出部Ｇ４は、所有者の名称とその住所情報（所有者情報）を登記
情報から導出し、相続人住所情報取得部Ｇ３は、この２つの情報をキーとして個人情報記
憶部Ｒ３を検索して、不動産の現時点における所有者のレコードを特定する。相続人情報
取得部Ｇ５は、特定された所有者のレコードにおける親族情報のフィールドに記録された
情報に基づいて、相続人として相応な１又は複数の候補を選択し（法定相続人となる者を
選択し）、相続人住所情報取得部Ｇ３は、選択された相続人候補の住所情報をさらに取得
する。
【００５１】
判断部ＦＲは、第１の実施形態の場合と同様に、相続人住所情報取得部Ｇ３によって取
得された相続人となる予定の者の住所情報と、相続不動産検出部ＳＲにて検出された不動
産の物件特定情報の一致性に基づいて、将来的に所有者が死去した後において非活用不動
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産となる可能性を判断する。
【００５２】
なお、住所情報取得部ＡＧとしては、さらに、相続不動産検出部ＳＲにて検出された不
動産の所有者の年齢を判定する判定部を備えるようにしてもよく、相続人情報取得部Ｇ５
および相続人住所情報取得部Ｇ３は、この判定部の判定に応じて、当該所有者の相続人候
補の住所情報を取得するようにしてもよい。現時点における不動産の所有者の年齢が、所
定の基準を満たす場合（例えば、８０歳以上となる場合）には、相続が数年内に発生する
可能性が高くなる。逆に、所定の基準を満たさない場合には、近い将来において相続が発
生する可能性が低くなるため、判断部ＦＲにおける非活用不動産となるか否かを判断する
処理を省略して、サーバ装置２における処理を効率化することもできる。また、近い将来
において相続が発生する場合には、相続が発生するまでの期間が短期間となるため、相続
人候補者が引っ越し等をして住居が変動する可能性が低くなり、サーバ装置２による判断
結果の精度の向上につなげられる。
【００５３】
図７は、第２の実施形態の情報処理システム１における処理のフローを示す図である。
同図で示されるように、まずＳ２０１においては、相続不動産検出部ＳＲは、登記申請情
報記憶部Ｒ１を検索して、最新となる所有権移転が、所定基準よりも過去の時点で相続さ
れることにより発生した不動産を検出する。そしてＳ２０２では、Ｓ２０１において検索
された登記申請情報から物件特定情報を取得し、この物件特定情報に基づいて登記情報と
その登記情報に含まれる現在の所有者情報を取得する。
【００５４】
Ｓ２０３では、さらに、Ｓ２０２で取得された所有者情報に基づいて、個人情報記憶部
Ｒ３から当該所有者の相続人候補となる者に該当する個人情報をさらに取得し、当該相続
人候補の住所情報も取得する。本実施形態においては、具体的には、所有者に該当する個
人情報の１レコードからの「親族情報」のフィールドに記録されたリンクをたどって、相
続人候補となる者の個人情報の１レコードを特定することで相続人候補の住所情報を取得
する。
【００５５】
Ｓ２０４においては、Ｓ２０１にて検出された登記申請情報に含まれる物件特定情報と
、Ｓ２０３にて取得された相続人候補の住所情報に基づいて、近い将来的に相続されうる
不動産が非活用不動産となる可能性を判断する。
【００５６】
第２の実施形態の情報処理システム１は、以上のような観点で第１の実施形態の情報処
理システム１と相違するが、以上のような観点以外については第１の実施形態とほぼ同様
であるため説明を省略するものとする。
【００５７】
なお、第２の実施形態においては、相続不動産検出部ＳＲが、最新の所有権移転が、所
定基準よりも過去の時点に相続されることにより発生した不動産を検出するものとなって
いるが、登記申請情報における登記の目的が、相続又は遺贈を目的とする所有権移転に限
定されず、最新の所有権移転が、所定基準よりも過去の時点に発生した不動産を検出する
ものとしてもよい。なお、この場合において、Ｓ２０２とＳ２０３の間において、個人情
報記憶部Ｒ３にて現時点の所有者の個人情報に照会した後に、当該所有者の年齢が予め定
められた基準を満たすか否かを判定し、基準を満たさない場合には、Ｓ２０３やＳ２０４
の処理を行なわないようにすることで効率化してもよい。
【００５８】
［第３の実施形態］
次に、図８、図９を用いて、本発明の第３の実施形態について説明をする。第３の実施
形態における情報処理システム１は、近い将来において新たに相続が発生して非活用不動
産になる可能性が高いと判断されるものを検出する点では、第２の実施形態と同様である
が、相続不動産検出部ＳＲが登記申請情報を検索せずに登記情報を検索して、近い将来に
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相続が発生しうる不動産を検出するようになっている点で、第２の実施形態と異なってい
る。
【００５９】
以下において、第３の実施形態の情報処理システム１についての説明をする。
【００６０】
図８は、第３の実施形態の情報処理システム１の機能的構成を示す図である。同図で示
されるように、第３の実施形態のサーバ装置２の相続不動産検出部ＳＲは、登記情報取得
部Ｓ１と、所有者関連情報取得部Ｓ２と、判定部Ｓ３とを含んで構成される。また、住所
情報取得部ＡＧは、相続人情報取得部Ｇ５と、相続人住所情報取得部Ｇ３を含んで構成さ
れる。
【００６１】
第３の実施形態の情報処理システム１では、まずクライアント装置３からの要求により
、所定の地域内において、非活用不動産となる可能性が高い不動産を検索・出力するもの
となっている。具体的には、登記情報取得部Ｓ１は、所定の地域内（例えば、特定の市区
町村における特定の町丁目区画内）における不動産の登記情報を、登記情報記憶部Ｒ２か
ら網羅的に取得し、それぞれの不動産における所有者とその住所情報を取得する。
【００６２】
所有者関連情報取得部Ｓ２は、個人情報記憶部Ｒ３から、登記情報記憶部Ｓ１によって
取得された不動産の所有者の名称と住所情報とに基づいて、当該所有者に対応する個人情
報の１レコードを特定しつつ、当該所有者に対応する者の「生年月日」の情報を取得する
。判定部Ｓ３は、個人情報取得部Ｓ３にて取得された個人情報の「生年月日」に記録され
たフィールドの内容に基づいて、当該所有者の年齢が所定基準を満足するか否かを判定す
る。本実施形態の場合には、当該所有者の年齢が８０歳以上（あるいは９０歳以上）とな
る場合に相続が近い将来に発生しうるものとして判断をすることとし、相続不動産検出部
ＳＲは、所有者の年齢が８０歳以上となるという条件を満たす不動産を、相続による所有
権移転対象となる不動産として検出をするようになっている。なお、複数人によって不動
産が所有される場合には、例えば、全ての所有者がこのような条件を満たす場合に、相続
による所有権移転対象となる不動産として検出をするようにしてよい。
【００６３】
住所情報取得部ＡＧにおける相続人情報取得部Ｇ５は、判定部Ｓ３によって近い将来に
相続が発生しうるとして判定された不動産の所有者を示す所有者情報に基づいて、個人情
報記憶部Ｒ３に含まれる親族情報を参照し、相続人として相応な１又は複数の候補を選択
する（法定相続人となる者を選択する）。そしてさらに相続人住所情報取得部Ｒ３は、選
択された相続人候補の住所情報を、個人情報記憶部Ｒ３からさらに取得する。
【００６４】
図９は、第３の実施形態の情報処理システム１の処理のフローを示す図である。同図で
示されるように、まずＳ３０１においては、不動産の登記情報を取得し、Ｓ３０２におい
ては、取得された登記情報を参照して当該不動産の現時点における所有者を示す所有者情
報（所有者の名称・住所を示す情報）を取得する。Ｓ３０３では、所有者情報をキーとし
て個人情報記憶部Ｒ３にて、現時点の不動産の所有者の個人情報の１レコードを特定し、
所有者に関する情報を取得する。
【００６５】
Ｓ３０４においては、Ｓ３０３において取得された不動産の所有者に関する情報から、
不動産の所有者が所定の条件を満たすか否か（具体的には、不動産の所有者の年齢が所定
基準を満たすか否か）を判定し、ＮＯとなる場合には終了する（他の不動産について、同
様の処理を繰り返す）。ＹＥＳとなる場合には、Ｓ３０５に進んで、Ｓ３０３にて特定さ
れる現時点の不動産の所有者の個人情報の１レコードから、親族情報にてリンクされた相
続人候補となる者の個人情報のレコードを取得する。Ｓ３０６では、相続人候補の住所情
報と、相続対象となる不動産の物件特定情報との一致性を判断して、非活用不動産となる
可能性の判断を行い、その結果を出力する。
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【００６６】
なお、第２の実施形態、第３の実施形態における、個人情報記憶部Ｒ３の１レコードの
識別番号としては、例えば、国民総背番号制のいわゆるマイナンバーが採用されていても
よい。また、登記情報における不動産の所有者を示す欄において、マイナンバーが記載さ
れていてもよい。サーバ装置２が、所有者のマイナンバーを取得することで、円滑に個人
情報を検索できるようになる。
【００６７】
なお、上記の情報処理システム１としては、建物や区分建物が将来的に空家となるか否
かではなく、土地等をはじめとするその他の不動産に関して非活用不動産となるか否かが
判断されるようにしてもよい。また土地の不動産の場合には、山林であっても農地であっ
てもよく、その用途にかかわらず本発明の情報処理システム１の適用範囲内となる。
【００６８】
なお、上述した各実施形態の情報処理システム１においては、例えば、登記申請情報記
憶部Ｒ１や、登記情報記憶部Ｒ２、個人情報記憶部Ｒ３が、サーバ装置２にて構築されて
もよいし別のサーバにて構築されてもよい。また、情報処理システム１としては、例えば
、クライアント装置３にてサーバ装置２の一部の機能を有するように構成されてもよい。
また上述の個人情報記憶部Ｒ３は、相続人情報と住所情報等が１つのレコードに含まれる
ようにして構成されているが、このような態様には限定されず、これらが別々のハードウ
ェアによるデータベースにて記録されていてもよい。また個人情報記憶部Ｒ３としては、
登記情報記憶部Ｒ２と同様に、外部のサービスによって提供されるものであってもよい。
本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能であり、各実
施形態を適宜組み合わせた構成としてもよいことは言うまでもなく、例えば、第１の実施
形態の情報処理システム１の構成に、第２の実施形態や第３の実施形態の情報処理システ
ム１の構成を組み合わせて、既に相続が発生した不動産が非活用不動産となる可能性と、
将来的に相続が発生して非活用不動産となる可能性とが同時に判断されるようにして、利
便性を向上させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６９】
１ 不動産情報処理システム、２ サーバ装置、３ クライアント装置、Ｒ１ 登記申
請情報記憶部、Ｒ２ 登記情報記憶部、Ｒ３ 個人情報記憶部、ＳＲ 相続不動産検出部
、ＡＧ 住所情報取得部、ＦＲ 判断部、ＭＰ 地図表示部、Ｇ１ 物件特定情報取得部
、Ｇ２ 登記情報取得部、Ｇ３ 相続人住所情報取得部、Ｇ４ 所有者導出部、Ｇ５ 相
続人情報取得部、Ｓ１ 登記情報取得部、Ｓ２ 所有者関連情報取得部、Ｓ３ 判定部。
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